
（別紙　１）

平成16年度動物愛護週間行事等の概要（地方公共団体主催）

北海道 9.20～9.26 北海道内14支庁 愛犬しつけ教室、2004年ペットフェスティバル等

青森県 9.25 青森市はまなす会館 動物ふれあいフェスティバル2004

岩手県 9.16～9.26
盛岡市マッハランドほか１３カ所
（小学校、公園等）

動物ふれあいフェスティバル等

宮城県 9.18 宮城県動物愛護センター 動物愛護週間「土曜日一日開場」

秋田県 9.23 秋田市大森山動物園 動物愛護フェスティバル2004あきた

山形県 9.23 山形県村山保健所 第24回山形県動物愛護フェスティバル

福島県 10.3 岩瀬牧場（岩瀬郡） 平成16年度動物愛護フェスティバル

茨城県 9.1～9.30 笠間市動物指導センター、茨城県庁
大好きいばらき動物愛護フェスティバル2004
動物愛護等に関する表彰式典

栃木県 9.23 栃木県動物愛護指導センター（宇都宮市） 2004とちぎ動物愛護フェスティバル

群馬県 9.26 群馬県庁前広場 動物愛護ふれあいフェスティバル

埼玉県 9.23 熊谷市文化創造館さくらめいと 動物愛護週間記念講演会

千葉県
①9.25
②10.2

①船橋市TOKYO-BAYららぽーと
②千葉県動物愛護センター

①動物愛護フェスティバル in ふなばし
②動物愛護フェスティバル2004

東京都 9.25～9.26 上野恩賜公園
動物愛護週間中央行事
動物愛護ふれあいフェスティバル

神奈川県 9.26 小田原アリーナ（小田原市） 動物フェスティバル神奈川2004 in おだわら

新潟県 9.20～9.26

湯沢中央公園（南魚沼郡湯沢町）
真野活性化センター（佐渡市）
新発田市カルチャーセンター
ハイブ長岡（長岡市）
高田公園（上越市）
ウェルサンピア（新潟市）
三条ベルナール（三条市）

動物フェスティバル

富山県 9.26 富山県動物管理センター 動物愛護フェスティバル

石川県 9.23～9.28
①辰口丘陵公園(辰口町）
②金沢市内百貨店

①動物ふれあいフェア2004
②小学生動物愛護絵画の募集及び展示

福井県 9.20 ふくい健康の森（福井県丹生郡） 動物愛護ふれあいフェスティバル

山梨県 9.20～9.26 山梨県動物愛護指導センター 動物愛護デー(9/23)

長野県
①9.20
②9.23

①長野県動物愛護センター（小諸市）
②上田市民体育館

①ハローアニマル祭
②動物愛護フェスティバル2004 in うえだ

岐阜県 9.23 岐阜県養老公園 動物愛護フェスティバル in 西濃

静岡県 9.25 掛川市生涯学習センター 動物愛護フェスティバル静岡2004

愛知県 9.20～9.26

動物保護管理センター(豊田市）
動物保護管理センター尾張支所（一宮市）
動物保護管理センター知多支所（半田市）
動物保護管理センター東三河支所（豊橋市）

動物愛護週間行事

三重県 9.21～9.28 三重県庁県民ホール 動物愛護絵・ポスター展示

滋賀県 9.23 ドラゴンハット（蒲生郡竜王町） 2004動物フェスティバル

京都府 10.30 綾部市中央公民館 人と動物の共生の集い2004

大阪府 9.25～9.26
①大阪市中央区民センター
②大阪城公園

①大阪動物愛護フェスティバル記念セレモニー
②大阪動物愛護フェスティバル2004 in 大阪城公園

兵庫県 11.21 加古川市市民会館 平成16年度第11回動物愛護フェア

奈良県 10.2 奈良市ならまちセンター 第22回なら動物愛護フェスティバル
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都道府県等
名
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名
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和歌山県
①9.18～9.20
②9.23

①和歌山県動物愛護センター（野上町）
②紀南文化会館（田辺市）

①WAW  FESTA（わうフェスタ）in 動物愛護週間
②動物愛護フェスティバル in たなべ

鳥取県 9.18 米子市児童文化センター 動物愛護フェスティバル

島根県 9.23 かなぎウェスタンライディングパーク 動物愛護ふれあい事業

岡山県 9.18～11.7

①笠岡シーサイドモール（笠岡市）
②天満屋ハビータウンポルカ高梁店（高梁
市）
③山陽町ふれあい公園（山陽町）
④ジャスコ津山店（津山市）
⑤天満屋ハビータウンポルカ総社店（総社市）

⑥岡山ふれあいセンター（岡山市）

①井笠動物愛護フェスティバル、児玉小枝写真展
「ラストコーポレート」～この世に生を受けて～
②ペットフェスティバルイン高梁
③あかいわ動物ふれあいフェスティバル
④津山動物愛護フェスティバル
⑤ペットとふれあう総社'04
⑥岡山市動物愛護フェスティバル

広島県 9.23 豊田郡大崎上島町立中野小学校、大崎武道館 どうぶつ愛護のつどい

山口県 9.23 山口県動物愛護センター 動物愛護フェスタやまぐち2004

徳島県 9.23
徳島県動物愛護管理センター
徳島市立とくしま動物園

動物愛護のつどい

香川県 9.23 サンポート高松 平成16年度動物愛護フェスティバル

愛媛県 9.19 愛媛県動物愛護センター 第13回動物愛護フェスティバルえひめ

高知県 9.23
①わんぱーくこうち（高知市）
②高知県立のいち動物公園（野市町）
③中村市トンボ自然公園（中村市）

第23回動物愛護のつどい

福岡県 9.20～9.26
①だざいふえん遊園地（太宰府市）
②福岡県動物管理センター（古賀市）

①2004動物愛護フェスティバルふくおか
②動物慰霊祭

佐賀県 9.23 佐賀県立森林公園 第21回動物愛護フェスティバルさが

長崎県 9.20～9.26
長崎ペンギン水族館（長崎市）、諫早市、
島原市、大村市、佐世保市、五島市

動物愛護週間記念行事

熊本県 9.23～11.7 人吉市ほか８市町（各保健所毎に開催） 動物愛護まつり等

大分県 9月～10月 県内の小学校、幼稚園 動物ふれあい教室、動物なかよし教室

宮崎県 11.6 みやざき海浜公園多目的広場 みやざき愛犬まつり2004

鹿児島県
①9.18～9.30
②9.25

①三越鹿児島店パブリックギャラリー
②鹿児島県歴史資料センター黎明館

①第13回動物愛護週間図画コンクール展示
②第13回動物愛護週間図画コンクール表彰式・講演

沖縄県 9.20～9.26
沖縄市子ども未来ゾーン
沖縄県動物愛護センター

動物愛護の集い

札幌市 9.20～9.27 札幌市動物管理センター、札幌市地下街
動物愛護パネル展、小動物慰霊祭、動物愛護週間
児童動物画コンクール、動物愛護フェスティバル

旭川市 9.26 旭川市役所第三庁舎前広場 子犬・子猫の新しい飼い主探しの会

仙台市
①9.17
②9.18
③9.19

①仙台市太白区文化センター
②仙台市動物管理センター
③仙台市福祉プラザ

動物愛護週間記念講演会
動物慰霊祭
成犬譲渡会、犬と楽しい散歩体験

秋田市 9.23 秋田市大森山動物園 動物愛護フェスティバル2004あきた

郡山市 9.10～9.11
郡山市保健所
開成山公園

犬のしつけ方教室

いわき市 9.1～10.3
①いわき市総合保健福祉センター
②いわき市天上田公園
③いわきグリーンスタジアム

①②飼い犬のしつけ方教室学科実技講習
③“わくわく”いわき2004いわき市健康まつりに
て飼い犬のしつけ方教室、しつけ相談等

宇都宮市 9.23 栃木県動物愛護指導センター とちぎ動物愛護フェスティバル

川越市 9.26 川越市保健所 小江戸動物ふれ愛まつり

さいたま市 9.20～9.26 さいたま市保健所 動物愛護週間行事

千葉市 9.26 そごう千葉店(千葉市） ふれあい動物フェア2004 in ちば

船橋市 9.25 TOKYO-BAY  ららぽーと　ウエストコート なかよし動物フェスティバル in ふなばし

横浜市 9月～10月 横浜市内各区福祉保健センター 各区福祉保健センターにおいて、独自に企画

川崎市
①9.21
②9.23

①川崎市動物愛護センター
②川崎市麻生市民館

①動物慰霊祭
②市政80周年記念動物愛護フェアかわさき2004
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名
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横須賀市 9.26 横須賀市三笠公園 動物フェスティバル 横須賀2004

新潟市 9.23 ウェルサンピア新潟（新潟市赤塚） 動物フェスティバル

金沢市 9.22 金沢市小動物管理センター 小動物慰霊祭

長野市 9.25 長野市保健所 愛犬のしつけ方講習会

岐阜市 9.17 岐阜市保健所 愛犬さがしの会

静岡市
①9.12
②9.25

①清水テルサ 多目的ホール
②静岡市民文化会館 中ホール

動物慰霊祭

名古屋市
①9.26
②9.23
③9.22～9.28

①白川公園中央広場（名古屋市中区）
②名古屋市動物愛護センター
③名古屋市中区栄セントラルパーク
「市民ギャラリー」

①動物愛護フェスティバル2004なごや
②動物愛護センター祭
③児童動物図画展

豊橋市 9.12 ライフポートとよはし(豊橋市） 豊橋健康まつり

豊田市 11.13 豊橋市民文化会館 福祉健康フェスティバル、動物愛護コーナー

岡崎市 9.26 岡崎中央総合公園武道館 他 おかざき動物愛護フェスティバル2004

京都市
①9.25
②10.12

①京都市北区役所
②京都市家庭動物相談所

①平成16年度京都市動物愛護フェスティバル
②犬、猫の慰霊式

大阪市 9.25～9.26
①大阪市中央区民センター
②大阪城公園

①大阪動物愛護フェスティバル記念セレモニー
②大阪動物愛護フェスティバル2004 in 大阪城公園

堺市 9.25
堺市動物指導センター
堺市立勤労者総合福祉センター

動物愛護フェスティバル

高槻市 10.9 高槻市生涯学習センター 高槻市動物愛護フェア

神戸市 9.23 神戸市立王子動物園 動物園ホール 動物愛護週間表彰贈呈式

姫路市 9.20 姫路市立動物園 姫路動物愛護フェスティバル

奈良市 10.2 奈良市ならまちセンター 第22回なら動物愛護フェスティバル

岡山市
①9.21～9.22
②11.7

①岡山市役所・市民ホール
②岡山ふれあいセンター

①動物愛護週間パネル展
②岡山市動物愛護フェスティバル2004

倉敷市 10.20～11.13
①市内保育園２ヶ所
②広島県保健所

①犬とのふれあい教室
②犬のしつけ方教室

広島市 9.1～9.24
①広島市中区東千田公園
②広島市保健所

①2004ひろしま動物フェスティバル
②動物慰霊式

福山市
①9.17～9.30
②9.23

①福山市役所、東部市民センター、北部市
民センター、松永支所、新市支所
②福山市動物愛護センター

①動物愛護週間パネル展
②2004年度動物愛護のつどい

高松市 9.23 サンポート高松 動物愛護フェスティバル

松山市 9.19 愛媛県動物愛護センター 第14回動物愛護フェスティバルえひめ

高知市 9.23 高知市わんぱーくこうち 第23回動物愛護のつどい

北九州市 9.20～9.26 到津の森公園 北九州市動物愛護デー

福岡市 9.20～9.26 百道中央公園 他 動物愛護フェスティバル 他

長崎市 9.23 長崎市長崎ペンギン水族館 第29回動物愛護フェスタ

熊本市 9.23～9.30
熊日びぷれす広場、下通りアーケード
熊本市役所

第21回動物愛護フェスティバル
アニマルハートフル2004 in オータム

大分市 9.21 大分市平和市民公園 親子ふれあい動物フェスタ

宮崎市 10.31 フローランテ宮崎 動物ふれあい広場

鹿児島市
①9.1
②10.1

鹿児島市動物管理事務所
①動物愛護講習会
②動物慰霊祭

（計　４７都道府県、４４市で実施）


